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１．当第１四半期の業績 

（１）経営成績 
（％表示は、対前同四半期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

当第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

前第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

（２）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 
 円 円 ％ 

当第１四半期 9,205,041 8,882,003 96.5 

前第１四半期 11,145,481 10,461,565 93.9 

（３）キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 円 円 円 円 

当第１四半期 ― ― ― 144,048 

前第１四半期 ― ― ― 2,034,041 

２．当期の業績予想 
（％表示は、通期は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

第２四半期（累計） 40,000 △85.6 △960,000 ― △790,000 ― △790,000 ― 

通期 560,000 △84.0 △1,440,000 ― △1,100,000 ― △1,100,000 ― 

３．その他 

（１）重要な会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有・無 

② ①以外の変更 有・無 

（２）財務諸表の作成 

① 貸借対照表 有・無 

② 損益計算書 有・無 

③ キャッシュ・フロー計算書 有・無 

（３）公認会計士又は監査法人による監査 有・無 

（４）決算補足説明資料の作成 有・無 

（５）当期の業績予想の修正 有・無 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、アウター・ガイ事務所が現在入手している

情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異

なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい

ては、添付資料２ページ「１．経営成績（３）当期の見通し」をご覧ください。

http://www.outerguy.com/
mailto:md@outerguy.com
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１． 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当第１四半期の概況 

我が国では、日銀による史上初のマイナス金利政策を筆頭に、量的緩和を主体とする政府の経済政策

が続いているものの、急激な円高の進行や、世界的な原油価格の低迷などにより、下向き基調で推移し

ました。一方、家計においては、消費税率の引き上げはもとより、高齢化の進展に伴う社会保障関連の

負担が一段と重くのしかかり、景況感が悪化しています。 

アウター・ガイ事務所では、２０１５年１月３１日付で労働事業を停止していることから、コスト削

減に努めつつ、流動資産を取り崩す経営が続きました。これらの結果、自己資本は前期末に比べ７１５

千円減少しました。 

②セグメント別業績 

開示すべき事項はありません。 

（２）財政状態に関する分析 

①財政状態の状況 

総資産は９，２０５千円となりました。現金及び預金、および有価証券が減少したため、流動資産は

前期末に比べ１，３３２千円減少しました。また、貸付金の増加、および有形固定資産の減価償却に伴

い、固定資産は前期末に比べ５７２千円増加しました。 

総負債は３２３千円となりました。未払金の増加に伴い、流動負債は前期末に比べ８千円増加しまし

た。また、借入金の返済に伴い、固定負債は前期末に比べ６４千円減少しました。なお、有利子負債は

２５４千円となりました。 

純資産は８，８８２千円となり、自己資本比率は９６．５％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

開示すべき事項はありません。 

（３）当期の見通し 

当期の業績予想は、最近の決算短信で公表いたしました業績予想から変更ありません。 
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２． 財務諸表 

（１）貸借対照表 

（単位：円） 

 
前第１四半期末 
2015年 3月31日 

当第１四半期末 
2016年 3月31日 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,034,041 144,048 

有価証券 6,823,199 5,652,401 

未収金 5,600 58,011 

流動資産合計 8,862,840 5,854,460 

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置 386,816 323,420 

車両及び運搬具 119,905 1 

器具備品 66,380 57,620 

有形固定資産合計 573,101 381,041 

投資その他の資産   

長期貸付金 1,700,030 2,960,030 

長期前払費用 9,510 9,510 

投資その他の資産合計 1,709,540 2,969,540 

固定資産合計 2,282,641 3,350,581 

資産合計 11,145,481 9,205,041 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 254,052 254,054 

未払金 175,810 68,984 

流動負債合計 429,862 323,038 

固定負債   

長期借入金 254,054 ― 

固定負債合計 254,054 ― 

負債合計 683,916 323,038 

純資産の部   

自己資本 10,461,565 8,882,003 

純資産合計 10,461,565 8,882,003 

負債・純資産合計 11,145,481 9,205,041 

  



アウター・ガイ事務所 2016年12月期 第1四半期決算短信〔個人基準〕（非連結） 

4 

（２）損益計算書 

該当事項はありません。 

（３）キャッシュ・フロー計算書 

該当事項はありません。 

（４）重要な会計方針 

最近の決算短信から重要な変更がないため開示を省略しております。 

（５）財務諸表に関する注記事項 

①貸借対照表 

（単位：円） 

項目 前第１四半期末 当第１四半期末 

有価証券の内訳   
債券   
第４３回個人向け利付国
債（変動・１０年） 

997,330 998,007 

ＥＴＦ等   
ＭＸＳトピクス 317,600 277,200 

株式   
アマナＨＤ 85,600 67,000 
ビックカメラ 125,000 102,200 
ソフト９９ 75,000 75,700 
大塚ＨＤ 375,950 408,800 
ヤマハ 210,400 ― 
イオン 131,900 162,600 
三菱ＵＦＪ 74,370 52,150 
ＧＭＯ 147,800 150,300 
昭文社 90,400 61,400 
ＣＳＰ 130,700 269,500 

投資信託   
ｅＭＡＸＩＳ 国内リー
トインデックス 

182,229 145,885 

ｅＭＡＸＩＳ 先進国リ
ートインデックス 

198,879 137,669 

ｅＭＡＸＩＳ 新興国株
式インデックス 

490,383 453,701 

ＳＭＴ 新興国債券イン
デックス・オープン 

159,073 ― 

ＳＭＴ 新興国株式イン
デックス・オープン 

343,558 142,947 

日本株式インデックスｅ 56,772 ― 
日本債券インデックスｅ 261,908 ― 
外国株式インデックスｅ 1,846,177 1,422,318 
外国債券インデックスｅ 522,170 441,938 

有形固定資産の減価償却累計
額 

1,898,506 2,090,566 

有利子負債残高 508,106 254,054 

②損益計算書 

該当事項はありません。 
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③キャッシュ・フロー計算書 

該当事項はありません。 



アウター・ガイ事務所 2016年12月期 第1四半期決算短信〔個人基準〕（非連結） 

6 

３． その他 

該当事項はありません。 


